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過去の選考問題
千葉県文書館にて、令和元年度

実施以降の問題と解答の閲覧・

コピーが可能です。

【千葉県文書館】

行政資料室

〒260-0013

千葉市中央区中央4-15-7

電話 043-223-2658

新卒専願枠の新設

障害者特別枠での

選考を行っています
身体障害者手帳、精神障害

者保健福祉手帳、療育手帳

を所有し、児童生徒の教育に

意欲のある方を対象に、選考

を実施しています。志願手続

きについては、実施要項で確

認してください。

待遇

（１）初任給（新卒の場合） R２実績 （２）賞与

（３）勤務条件

〇厚生事業
人間ドックや各種検診の受診補助等の健康管理及び宿泊施設・保養

施設、指定遊園施設の利用補助、また、各種セミナー等を行っていま

す。

福利厚生（共済・互助会）

〇主な給付
療養の給付・傷病手当金・育児休業手当金等の短期給付と、老齢・障害・遺

族厚生年金等の長期給付があります。教職員が安心して勤務できるように、

種々の給付を行っています。

【令和２年度実施の採用選考結果】

ちばの教員採用候補者選考の情報をツイッターや

YouTubeで発信しています。採用選考に係る様々な情報

をお届けします。ぜひ、ご活用ください。

水産区分の受験要件緩和

技術・美術・家庭・情報の教科において、新卒専願枠を設けます。

水産において、商船の免許状を取得または令和４年３月３１日ま

でに取得見込みの方も受験可能になります（ただし、採用後に

水産免許状を取得することが望ましい）。

変更点及び新たな取組等、

詳細については、実施要項をご覧ください。

変更点及び新たな取組

新型コロナウイルスへの対応について

安全・安心に受験してもらうため、会場が密にならないようにす

るなど万全の対策で選考を実施します。ただし、感染状況によっ

ては、急な変更等もあります。その場合は千葉県教育委員会の

ホームページや公式ツイッターでお知らせしますので、ご確認く

ださい。

中学校 石谷 教諭

（千葉県出身） 千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

出願期間

第１次選考 令和３年７月11日（日）

令和３年４月２日（金）～５月11日（火）

千葉県教育委員会 検索

□期末手当 年２回（６月、１２月）

□勤勉手当 年２回（６月、１２月）

□勤務条件 １週間に３８時間４５分

□休日等 土・日曜日、祝日、年末・年始

□休暇等

年次休暇(２０日)、療養休暇、看護休暇、特別休暇
（夏季、慶弔、結婚、出産、育児、ボランティア等に
よる休暇)、育児休業等。
※千葉県と千葉市では休暇の名称や内容に違い
があるものもあります。

千葉市教育委員会もしくは

Twitter

＠kyousai_Chiba

YouTube

教職員課任用班CH

志願者数 1次選考合格者数 2次選考合格者数

1,671 1,415 807
中学校 21 13 8

296 237 120
547 349 107
404 251 119
302 210 121
137 54 37
47 38 19

714 202 99
76 50 31

323 246 120
4 3 1

2,871 1,653 782
食品製造 5 3 3
園芸 7 5 3
畜産 4 3 1
電気 10 10 3
機械 6 4 3

工業化学 0 0 0
建設 3 3 2

51 30 10
42 17 8
3 3 1

22 14 4
2 1 1
2 2 1

157 95 40
495 349 186
333 167 44
20 11 2
17 5 1

5,564 3,695 1,862
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校種・教科・科目

小学校

中 ・ 高
共通

国　語

社　会

美　術

技　術

工業

商　業

書　道

福　祉

養護教諭（特別）

数　学

理　科

音　楽

保健体育

小・中・高等学校 特別支援学校

267，613円

242，569円

279，063円

252，951円

226，348円
初任給には、給与＋教職調整額＋地域手当＋教員特別手当を含む。地域手当は、
千葉県採用者の場合で算出し、特別支援学校は給与の調整額を含む。
※通勤手当、扶養手当、住居手当なども支給されます。
※待遇は千葉県と千葉市で異なります。

修士課程修了

大学卒

短期大学卒 217，057円



７つの施策展開の方向性

千葉県

千葉市

【目指すべき子どもの姿】

【教育目標】

夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ

豊かな人間性を育てる

信頼される教職員が

子どもと向き合う環境を整える
子どもの学びを支える

環境を整える

健やかな体を育てる

確かな学力を育てる

多様な教育的支援の

充実を図る

千葉県教育の基本方針

ちば！教職たまごプロジェクト

学生のための教師未来塾

初任者研修

中堅教諭等資質向上研修Ⅰ
（８～１０年目）

専門研修（２９～３０年目）

選考「長期研修」
教育専門職として資質能力を高め、本県のリーダーを育成する

ために、大学・大学院・教職大学院・企業等に派遣します。

希望研修「若い教師のため

のあすなろ塾」
若い先生の悩みや課題を解決し、

教師に求められる資質や指導力を

磨きます。

希望研修「中堅教員サポート塾」
学校運営の中核を担うミドルリーダーとしての

資質能力を高めます。

★豊かな人間性や道徳心

★確かな学力と夢や希望を持って歩んでいく姿勢

★健康・体力と困難や逆境を乗り越えていく力

★郷土と国を愛する心、日本人としての誇りと

グローバル化への対応力

★愛情と熱意にあふれた質の高い教員の育成

★地域社会全体で子どもたちを育成する体制づくり

【千葉県の教育の振興に関する大綱】

千葉県・千葉市の研修制度

採用前研修

地域社会全体で

子どもの成長を支える

ステージⅢ【充実期】

チーム学校をリードする

自覚と資質能力の向上

ステージⅡ【発展期】
ミドルリーダーとしての

自覚と資質能力の向上

ステージⅠ【成長期】

学級・教科担任等としての

自覚と資質能力の向上

２年目研修

３年目研修

中堅教諭等資質向上研修Ⅱ
（１８～２０年目）

【先生の魅力】 【働き方改革に

ついて】

【参考】
○校外研修 15日

○校内研修 210時間以上
（授業研究１回以上を含む）

教員として働く魅力ややりがいについて、先輩の先生が教えます！

小さな積み重ねが大きな成長につながると

日々感じています。それは子どもたちだけで

はなく、教師である私にも言えることです。

一人一人の個性に寄り添い、｢できた｣という

喜びを共有できることが私のやりがいです。

念願の養護教諭になることができ、児童生徒

の心身の健康と成長を支えられることに喜び

とやりがいを感じます。児童生徒が、毎日見

せる様々な表情のなかでも、笑顔を見るたび

に「この仕事をしていてよかった」と思います。

１日として同じ日のない刺激的な毎日です。試行錯

誤を重ねる中で、失敗から学ぶことの方が多いで

すが、子どもたちの真剣に考える表情や、わかっ

た・できた時の笑顔、元気いっぱいに遊ぶ姿に

日々勇気づけられています。

子どもたちの「楽しい！」「できた！」という弾

む声とキラキラ輝く笑顔に日々支えられてい

ます。目標や夢に向かって一生懸命努力し、

成長していく姿を間近で見られることに教員

としてのやりがいを感じています。

「できなかったことが、できるようになる」

無限の可能性をもった子どもたち。そんな

子どもたちの成長が、私の働く原動力です。

教員は、子どもたちと一緒に日々の成長を

分かち合えるとても素敵な職業です。

教師の仕事の一番のやりがいは、子どもたち

の成長を日々感じられることです。そして、職場

には、子どもたちと一生懸命向き合っている

先生がたくさんいます。未来を担う子どもたち

のために、一緒に頑張りましょう！

中学校 千葉県出身

大谷 教諭

できなかったことができるようになったとき

に見せてくれる、子どもたちのとびっきり

の笑顔が私のパワーの源です。毎日成長

し続ける子どもたちとともに、これからも成

長していきます。小学校 千葉県出身

羽石 教諭

自分で考えたアイデアやひらめきが教育現場で

すぐに生かすことができます。子どもたちは、

私たち教員が一生懸命取り組む姿が大好きです。

共に学び、共に成長することのできる仕事は、

教員でしか味わえないと思います。

小学校 福島県出身

須賀 教諭

小学校 千葉県出身

川村 教諭

特別支援学校 千葉県出身

池永 養護教諭

小学校 群馬県出身

鎌田 教諭

小学校 千葉県出身

川俣 教諭

小学校 千葉県出身

卯月 教諭

幼い頃からの夢を叶え充実した毎日を送っ

ています。日々成長し、たくましくなっていく

子どもたちの姿に驚きと喜びを感じます。

「いろいろなことに挑戦していく子どもたちを

近くでサポートできる」とても素晴らしい仕事

です。

小学校 千葉県出身

伊藤 教諭
中学校 山形県出身

鈴木 教諭

３６５日、同じ日はなく大変ですが、それを

上回る楽しさとやりがいを感じられる仕事です。

たくさんの笑顔が見られるよう、これからも

生徒のために頑張っていきたいです。

教師としてのやりがいは、目の前で子どもたちの

成長を見守ることができることです。毎日の授業準

備など、日々、忙しいですが、精一杯に取り組むこ

とで自分自身も子どもたちとともに成長できる喜び

を実感しています。

中学校 三重県出身

藤本 教諭

人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員

高い倫理観をもち、心身ともに健康で、明朗、快活な教員

幅広い教養と学習指導の専門性を身に付けた教員

幼児児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員

組織の一員としての責任感と協調性をもち、互いに高め合う教員

小学校 和歌山県出身

大西 教諭

笑顔輝く生徒達と過ごす毎日は本当に幸せで

す。また、同僚の先生方が温かくサポートして

くださるので、目一杯仕事をすることができま

す。チームで支援するので、生徒が成長したと

きの喜びは倍になります。

特別支援学校 千葉県出身

緑川 教諭

～ちばで輝く先輩からのメッセージ～

高等学校 千葉県出身

髙浦 教諭

※千葉県と千葉市で研修の回数が異なります。


